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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第1四半期 8,021 5.2 1,101 12.4 1,551 46.0 640 2.2

2022年3月期第1四半期 7,626 37.1 979 910.0 1,062 678.4 626 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　1,114百万円 （57.9％） 2022年3月期第1四半期　　706百万円 （366.7％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後

1株当たり四半期純利益
円 銭 円 銭

2023年3月期第1四半期 51.89 ―

2022年3月期第1四半期 50.58 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年3月期第1四半期 50,454 39,530 73.3

2022年3月期 50,181 39,002 72.8

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 36,972百万円 2022年3月期 36,515百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2022年3月期 ― 0.00 ― 37.00 37.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 37.00 37.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 36,278 5.7 4,303 △20.8 4,499 △25.6 2,458 △34.9 199.15

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有

新規 1 社 （社名）
新考思莫施智能装備（遼寧）
有限公司

、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、添付資料Ｐ．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の
会計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期1Q 12,561,000 株 2022年3月期 12,561,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 223,910 株 2022年3月期 223,910 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 12,337,090 株 2022年3月期1Q 12,380,323 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。



１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… 6

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… 8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 9

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 9

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ……………………………………………………… 9

○添付資料の目次

- 1 -

新コスモス電機㈱（6824）2023年３月期 第１四半期決算短信



１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、持ち直しの動きがみられるものの、新型コロナウイルス

感染症の再拡大や国際情勢の不安定な状況の長期化が懸念されており、供給面での制約や原材料価格の上昇、

さらには金融資本市場の変動等による下振れリスクの高まりなど、予断を許さない状況が続いております。

このような環境のなか、当社グループは、家庭用ガス警報器関連、工業用定置式ガス検知警報器関連、業務

用携帯型ガス検知器関連ならびに、住宅用火災警報器関連の開発、さらには独自のガスセンサ技術を活かした

保安機器や省エネルギーならびにIoT機器等の開発等を行ってまいりました。さらに、当社グループのネット

ワークを活かし世界中のガス事故ゼロを目指し、より一層、安全で快適な環境づくりに貢献するため、高性

能・高品質な製品の開発に取り組み、積極的な営業活動を展開して業績の向上に努めてまいりました。

その結果、売上高は8,021百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。利益につきましては、経常利益

は1,551百万円（前年同四半期比46.0％増）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は640百

万円（前年同四半期比2.2％増）となりました。

当社グループの事業は、ガス警報器事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載の代わりに商

品別概況を記載いたしております。

当社グループの商品別概況は、次のとおりであります。

①家庭用ガス警報器関連

海外市場向け都市ガス用警報器及び警報器用ガスセンサの販売が増加し、売上高は4,253百万円（前年同

四半期比7.4％増）となりました。

②工業用定置式ガス検知警報器関連

海外のエレクトロニクス業界向けガス検知警報器の販売が増加しました。また、メンテナンスサービスの

売上も堅調に推移し、売上高は1,944百万円（前年同四半期比8.4％増）となりました。

③業務用携帯型ガス検知器関連

国内の鉄鋼業界及び海外市場においてガス検知器の販売が増加しました。また、メンテナンスサービスの

売上も堅調に推移し、売上高は1,313百万円（前年同四半期比8.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の財政状態について、総資産は、前連結会計年度末に比べ273百万円増加して

50,454百万円（前期末比0.5％増）となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金の減少2,036百万円があったものの、棚卸資産の増加1,164百万円、現金及

び預金の増加905百万円、電子記録債権の増加305百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ254百万円減少して10,924百万円（前期末比2.3％減）となりました。

これは主に、賞与引当金の増加214百万円、電子記録債務の増加194百万円があったものの、未払法人税等の

減少608百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ、528百万円増加して39,530百万円（前期末比1.4％増）となりました。

これは主に、為替換算調整勘定の増加243百万円、利益剰余金の増加183百万円、非支配株主持分の増加70百

万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は73.3％(前期末比0.5％増)となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動及び財務活

動において減少したものの、営業活動において増加し、前連結会計年度末に比べ874百万円増加して15,447百

万円（前期末比6.0％増）となりました。

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、1,523百万円（前年同四半期比171.0％増）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益1,550百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果流出した資金は、306百万円（前年同四半期比116.0％増）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出233百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果流出した資金は、683百万円（前年同四半期比18.5％増）となりました。

これは主に、配当金の支払額448百万円及び非支配株主への配当金の支払額130百万円によるものであり

ます。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年５月12日の「2022年３月期  決算短信」で公表いたし

ました連結業績予想に変更はありません。

- 3 -

新コスモス電機㈱（6824）2023年３月期 第１四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,184,908 16,090,576

受取手形及び売掛金 7,054,231 5,018,213

電子記録債権 2,300,791 2,606,234

商品及び製品 2,605,041 3,032,795

仕掛品 1,847,285 2,070,784

原材料及び貯蔵品 3,870,908 4,384,455

その他 569,758 414,384

貸倒引当金 △76,798 △87,091

流動資産合計 33,356,127 33,530,355

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,289,183 2,323,203

機械装置及び運搬具（純額） 962,304 922,716

土地 3,149,257 3,149,257

建設仮勘定 320,261 287,161

その他（純額） 836,210 783,041

有形固定資産合計 7,557,217 7,465,381

無形固定資産

のれん 1,246,444 1,212,757

ソフトウエア 163,747 195,046

ソフトウエア仮勘定 25,925 12,693

その他 34,218 91,248

無形固定資産合計 1,470,335 1,511,745

投資その他の資産

投資有価証券 5,176,373 5,233,609

繰延税金資産 426,881 477,723

退職給付に係る資産 600,093 602,283

その他 1,595,589 1,634,895

貸倒引当金 △1,050 △1,050

投資その他の資産合計 7,797,887 7,947,461

固定資産合計 16,825,440 16,924,588

資産合計 50,181,567 50,454,943

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,124,221 2,116,696

電子記録債務 2,265,073 2,459,262

短期借入金 50,000 50,000

１年内返済予定の長期借入金 410,000 400,000

未払法人税等 1,205,890 597,369

賞与引当金 749,888 964,584

製品保証引当金 155,604 158,203

その他 1,728,917 1,735,692

流動負債合計 8,689,597 8,481,809

固定負債

長期借入金 792,500 700,000

繰延税金負債 300,992 320,767

役員退職慰労引当金 136,750 92,290

退職給付に係る負債 1,173,669 1,192,445

その他 85,424 136,931

固定負債合計 2,489,337 2,442,434

負債合計 11,178,934 10,924,244

純資産の部

株主資本

資本金 1,460,000 1,460,000

資本剰余金 942,938 942,938

利益剰余金 32,806,871 32,990,516

自己株式 △346,345 △346,345

株主資本合計 34,863,464 35,047,109

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,220,595 1,261,511

為替換算調整勘定 275,853 519,741

退職給付に係る調整累計額 155,479 144,475

その他の包括利益累計額合計 1,651,927 1,925,728

非支配株主持分 2,487,240 2,557,861

純資産合計 39,002,633 39,530,699

負債純資産合計 50,181,567 50,454,943
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 7,626,343 8,021,377

売上原価 3,962,138 4,169,397

売上総利益 3,664,204 3,851,979

販売費及び一般管理費 2,684,729 2,750,732

営業利益 979,475 1,101,247

営業外収益

受取利息 1,255 1,723

受取配当金 30,645 32,956

持分法による投資利益 8,170 18,640

為替差益 7,938 369,299

その他 36,728 28,864

営業外収益合計 84,738 451,483

営業外費用

支払利息 1,479 1,099

その他 637 528

営業外費用合計 2,117 1,627

経常利益 1,062,096 1,551,103

特別損失

固定資産売却損 45 －

固定資産除却損 1,589 185

特別損失合計 1,634 185

税金等調整前四半期純利益 1,060,461 1,550,917

法人税等 338,721 734,805

四半期純利益 721,740 816,111

非支配株主に帰属する四半期純利益 95,530 175,995

親会社株主に帰属する四半期純利益 626,210 640,116

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益 721,740 816,111

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △136,224 40,602

為替換算調整勘定 97,698 223,776

退職給付に係る調整額 △10,220 △11,003

持分法適用会社に対する持分相当額 33,121 45,122

その他の包括利益合計 △15,623 298,498

四半期包括利益 706,116 1,114,610

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 608,195 913,917

非支配株主に係る四半期包括利益 97,921 200,692

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,060,461 1,550,917

減価償却費 218,549 237,286

有形固定資産除売却損益（△は益） 150 185

無形固定資産除売却損益（△は益） 1,483 －

のれん償却額 33,687 33,687

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,268 9,932

賞与引当金の増減額（△は減少） 338,958 208,408

製品保証引当金の増減額（△は減少） 9,945 2,598

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △414 393

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,923 △44,460

受取利息及び受取配当金 △31,901 △34,679

支払利息 1,479 1,099

持分法による投資損益（△は益） △8,170 △18,640

売上債権の増減額（△は増加） 117,128 1,861,830

棚卸資産の増減額（△は増加） △204,907 △1,013,467

仕入債務の増減額（△は減少） △69,966 △14,909

その他 △240,940 11,896

小計 1,224,888 2,792,081

利息及び配当金の受取額 47,931 61,297

利息の支払額 △1,477 △1,100

法人税等の支払額 △709,272 △1,329,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 562,069 1,523,114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △135,859 △233,448

有形固定資産の売却による収入 200 －

無形固定資産の取得による支出 △34,797 △42,746

投資有価証券の取得による支出 △1,497 △44,659

その他 29,879 14,042

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,074 △306,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △102,500 △102,500

配当金の支払額 △426,031 △448,685

非支配株主への配当金の支払額 △47,845 △130,072

その他 － △1,895

財務活動によるキャッシュ・フロー △576,377 △683,153

現金及び現金同等物に係る換算差額 70,901 341,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,480 874,909

現金及び現金同等物の期首残高 14,179,416 14,572,236

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,093,935 15,447,146

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年6月28日

定時株主総会
普通株式 456,472 37 2022年３月31日 2022年６月29日 利益剰余金

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日  至2022年６月30日）

配当金支払額

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。
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